
 

 
 
 

TAX LAW NEWSLETTER 

当事務所は、本書において法務・税務アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士又は税理士にご相談頂きますようお

願い申し上げます。 

© 2013 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 
 
 
 

 2013 年 9 月号(Vol.2) 

日米租税条約の改正と実務上の留意点 

 

Ⅰ. はじめに 

Ⅱ. 改正議定書に基づく主な改正ポイント 

Ⅲ. 改正前後の留意点 

Ⅳ. 利子の源泉地国免税を利用したタックス 

プランニングと過大支払利子税制等 

 

 

 

 

Ⅰ.  はじめに 

 

本年 6月 17 日、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための

日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」（以下「改正議定書」

といいます。）が国会（第 183 回国会）で承認されました。改正議定書は、平成 15 年 11

月に署名された現行の日米租税条約（「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び

脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」、以下「現行日米

条約」といい、改定議定書による改正後の条約を「改正後日米条約」といいます。）に

ついて、いくつかの重要な改正を加えるものであり、国際税務の実務に大きな影響を与

えることが予想されます。 

そこで、本ニュースレターでは、改正の内容についてポイントを絞って紹介し、実務

上留意すべき点を言及するとともに、改正により導入されることとなった主要先進国間

の租税条約における利子の源泉地国免税の流れを背景として、平成 24 年度税制改正で

導入された過大支払利子税制（本年 4月 1日以降に開始する事業年度に適用開始）につ

いてもご紹介します。 

なお、改正後日米条約は、改正議定書が今後米国の上院で承認され、両国間で批准書

の交換がなされた日に効力が生じることとなります。 

 

Ⅱ.  改正議定書に基づく主な改正ポイント 

 

1. 配当の源泉地国免税の拡大 

配当に対する源泉地国における課税について、現行日米条約は、配当を受領する法人

が配当を行う法人の株式を直接又は間接に保有している割合（以下「保有割合」といい

ます。）に応じて、税率を定めています。具体的には以下のとおりです。 
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①保有割合 50％超 

（保有期間 12 ヶ月） 
②保有割合 10％以上 ①②以外の場合 

源泉税率 免税 5％ 10％ 

 

現行日米条約では、上記①のうち、保有割合及び保有期間に係る要件（上記下線部）

について、12 ヶ月の期間を通じ 50％を超える保有割合を維持していることを要件とし

ていますが、改正後日米条約では、6ヶ月の期間を通じ 50％以上の保有割合を維持して

いることが要件とされました（改正後日米条約 10 条 3 項(a)）。その結果、配当に対す

る源泉税免除を受けることのできる法人株主の範囲が若干拡大されました。 

【免税対象の法人株主】 

 現行日米条約 改正後日米条約 

保有割合 50％超 50％以上 

保有期間 12 ヶ月 6 ヶ月 

 

2. 利子の源泉地国免税の拡大 

現行日米条約は、利子に対する源泉地国における税率を原則として 10％としつつ、例

外として、利子の受取人が国、地方政府、中央銀行、金融機関等である場合に限り免税

としていました。 

これに対し、改正後日米条約では、利子に対する源泉税を原則として免除とし、利子

の源泉地国免除の範囲が拡大されました（改正後日米条約 11 条 1項）。ただし、例外的

に、収入、売上、所得、利得等に連動するタイプの利子に対しては、10％の源泉税が課

されることとされています（同条 2項(a)等）。 

【利子に対する源泉税】 

 現行日米条約 改正後日米条約 

源泉税率 10％ 免税 

例外 免税（金融機関等） 10％（売上等連動利子等） 

 

3. 不動産化体株式の譲渡益課税 

現行日米条約は、法人株式の譲渡益については、原則として源泉地国免税としていま

す。つまり、例えば米国法人が日本法人の株式を第三者に譲渡して譲渡益が生じたとし

ても、日本においては課税がされません。もっとも、法人の資産価値の 50％以上が、相

手国内に存在する不動産により直接又は間接に構成される場合には、当該法人の株式

（以下「不動産化体株式」といいます。）の譲渡は、実質的には不動産譲渡と同様と考

えられることから、例外的に、当該法人の株式の譲渡益について、源泉地国でも課税対

象とされています（現行日米条約 13 条 2項(a)）。 

改正議定書は、不動産化体株式についての課税上の取扱いを変更するものではありま

せんが、定義の整理等の規定の明確化を行ったほか、現行日米条約締結時以降の国内の

税制改正に対応する修正を行っています。具体的には、日本国内法における不動産化体
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株式譲渡税制においては、日本国内の不動産を有する外国法人も対象法人とされている

ことから、それに対応する形で、改正後日米条約における対象法人も、内国法人ではな

く「法人」とされました（改正後日米条約 13 条 2項(a)）1。 

近年、様々な理由から外国法人が日本の不動産に直接投資する手法が増えています。

現行日米条約では、このような外国法人の株式を米国法人や米国居住者が譲渡した場合、

不動産化体株式の譲渡益課税の対象とはならないと考えられていましたが、改正後は、

このような場合であっても課税対象となることになります。 

 

4. 役員報酬に対する課税範囲の明確化 

現行日米条約では、「役員の資格で取得する役員報酬その他これに類する支払金」につ

いて源泉地国、すなわち支払法人の所在する国での課税が認められています（現行日米

条約 15 条）。もっとも、「役員」の定義が条約上定められていなかったため、国内法の

規定により、両国における課税の対象が異なる可能性がありました。 

改正後日米条約では、上記役員報酬の定義が「取締役会の構成員の資格で取得する報

酬その他これに類する支払金」と明確化されました（改正後日米条約 15 条）。ただし、

役員の範囲が取締役会の構成員に限定されたことにより、取締役会を設置していない会

社の役員についての取扱いはどうなるのか等の疑問が残ります。 

なお、改正議定書の交換公文では、取締役会の構成員として役務を提供しない場合に

は役職又は地位にかかわらず本条項の適用がないこと、取締役会の構成員が取締役会を

設置する法人の他の職務（被用者、相談役、コンサルタント等）を兼ねる場合の当該他

の職務の対価として支払われる報酬について適用がないことが両国間で了解されてい

ます。 

 

5. 相互協議手続における仲裁制度の導入 

現行日米条約は、条約の規定に適合しない課税（一般的には二重課税）を受け又は受

けることになる納税者が申立てを行った場合、当局は相手方国当局と協議を行い、解決

に努めることとしていました（相互協議手続）（現行日米条約 25 条）。しかし、現行日

米条約において、当局は、解決についての努力義務しか負っていないため、最終的な解

決策について、当局間で合意に至らないこともありました。 

そこで、改正議定書では、新たに仲裁制度を導入し、相互協議手続では解決されない

事案については、仲裁委員会の決定による解決を得られるようにしました（改正後日米

条約 25 条 5項～7項）。これにより、相互協議の申立てを行った納税者は、必ず一定の

解決が得られるようになります。具体的には、一定の仲裁不適格事案を除き、以下のよ

                               
1 このほかに、不動産化体株式とされる要件である法人等の資産価値における不動産の構成割合が

「50％以上」から「主として」に変更され、また、組合等の持分の譲渡収益に関して、その組合等の

持分が不動産化体株式に該当する場合には、組合等の持分の譲渡収益のうちその資産が不動産から構

成される部分だけではなく、その持分の譲渡収益の全体について課税できることとされました。ただ

し、これらの点については、国内法の規定との関係から、日本国内における課税関係に改正前後で変

更はないと説明されています（財務省ホームページ「平成 25 年度税制改正の解説」

（http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/explanation/index.html）757 頁）。 
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うな要件を満たした場合、仲裁手続に移行することとなりました（改正後日米条約 25

条 5 項、7項等）。 

① 相互協議の開始日から 2 年を経過していること 

② 相互協議の申立てをした者（納税者）が、仲裁による解決を要請する書面を提出

すること 

③ 全ての関係者とその代理人が仲裁に関して得た情報の守秘に関する書面を提出す

ること 

なお、日本が最近締結した租税条約の中にも同様の仲裁手続に関する条項を盛り込ん

でいるものがありますが、これまでのところ仲裁手続にまで至った事例は存在しないよ

うです。実務的には、米国との相互協議事案については協議がまとまるケースが多いと

いわれていますので、改正後日米条約に仲裁制度が導入されたことによる影響はそれ程

大きくない可能性があります2。もっとも、相互協議の開始から 2 年間経過することに

より仲裁手続に移行しうることとなりましたので、相互協議がこれまでよりもスピーデ

ィに進行することも期待できます。また、仲裁条項が、一般的に相互協議の合意が難し

いといわれている中国等の国々との間の租税条約にも盛り込まれることになった場合

には、納税者にとって、二重課税の排除に向けて大きな変化となることが予想されます。

こうした国々との間の租税条約に、日米租税条約のような仲裁制度が直ちに導入される

とはいえませんが、今後の租税条約の締結や改定に当たって、この仲裁制度がどこまで

拡がっていくかは要注目です。 

 

Ⅲ.  改正前後の留意点 

 

条約の改正があった際、実務上問題になる点に、新条約の効力発生日前後の配当、利

子、使用料等の投資所得の支払いに関して、新条約と旧条約のどちらが適用になるかと

いう問題があります。つまり、新条約と旧条約でこれらの投資所得に対する源泉税の限

度税率が異なる場合に、実務上、どちらの条約を適用すべきか判断が必要になる場面の

問題です。 

この点が問題になった事案として、東京地裁平成 22 年 12 月 3日判決3（以下「本事案」

といいます。）があります。本事案は、前回の日米租税条約の改正時の事案ですが、ロ

イヤルティーの支払いの際に、新条約が適用されるのか、旧条約が適用されるのかが問

題になった事案です。事案の概要としては、次のとおりです。 

米国法人 A社と日本法人 X社の間で、ロイヤルティーの支払時期を月末から 30 日以内

に支払うという内容のロイヤルティー契約が存在していました。その後、A 社と X社は、

日米租税条約に係る前回の改正事項が明らかになった後の平成 16 年 1 月以降のロイヤ

ルティーの支払いについて、メール連絡等の契約書外のアレンジにより、源泉税につい

                               
2 国税庁ホームページ「平成 23 事務年度の「相互協議の状況」について」

（http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/sogo_kyogi/index.htm）等参照。 
3 訟務月報 57 巻 6号 1972 頁。 
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て（前回改正時の）新条約が適用される 7月 1日以降に支払日をずらし、X社の A社へ

のロイヤルティーの支払いに当たり、新条約の規定に基づき源泉税をゼロとして源泉徴

収を行わなかったところ、課税当局から課税を受けました。なお、前回改正時の条約の

適用に関する定めとしては、「この条約は、日本国において、源泉徴収される租税に関

しては、（中略）7月 1日以降に租税を課される額について適用する」とされていました。 

本事案について、裁判所は、「租税を課される」とは、納税義務を負担させられるとの

意味であり、支払いのタイミングは関係ないとの考えに基づき、課税当局の処分の適法

性を認めました。つまり、支払いのタイミングを恣意的に操作しても、新条約の適用を

受けられることにはならないという結論を採りました。 

この点、今回の改正に係る改正議定書においては、源泉徴収される租税に関しては、

改正後日米条約が適用されるのは、「この議定書が効力を生ずる日の 3 箇月後の日の属

する月の初日以降に支払われ、又は貸記される額」とされています。前回のように、「租

税を課される額」とはされていないことから、純粋に支払いのタイミングでどちらの条

約の税率が適用されるかが判断されることとなるように思われますが、事実認定の問題

として条約の適用関係が問題になる事案も生じうると思われるため、注意が必要です。 

 

Ⅳ.  利子の源泉地国免税を利用したタックスプランニングと過大支払

利子税制等 

 

1. タックスプランニングの余地の拡大 

近時、主要先進国の租税条約においては、利子の源泉地国免税制度の導入が進んでい

ます。この流れを汲んで、上記Ⅱ.2.でご紹介したとおり、改正後日米条約においても

利子の源泉地国免税の範囲が拡大されました。 

利子の源泉地国免税が適用されることになると、これまで以上にタックスプランニン

グの余地が大きくなるものと考えられます。例えば、日本法人が外国法人に対して行う

出資及びそれに基づく配当の受領が、経済実質としては貸付及び利子の受領と異ならな

い金融商品を利用した場合、日本の税務においては、日本法人の受領する配当は、当該

配当の法的位置づけにより判断されるため、一定の要件を満たせば外国子会社配当益金

不算入制度の適用を受けることができる一方で、外国においては、外国法人の支払う配

当は、実質を重視して利子と判断される場合がありえます。これまでは、配当であれば

源泉税が免除されていたものが、利子と判断されることにより源泉税が課されることに

よる制約が働いていましたが、当該利子に課されていた源泉税が免除されるとなると、

このような金融商品等を利用することで、より租税負担を軽減するタックスプランニン

グが可能になるものと思われます。 

 

2. 過大支払利子税制等 

このように、利子の源泉地国免税制度のもとでは、これまで以上にタックスプランニ

ングの余地が大きくなり、場合によっては、過大な利子の支払いによる租税回避行為に
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利用される可能性もあります。源泉地国が日本となる場合にそのような租税回避行為を

防止すべく、条約の交渉と同様に国内税制の改正を担当する財務省により、この点につ

いての一定の手当てがなされました。 

平成 24 年度税制改正により導入された過大支払利子税制は、このような租税回避行為

の防止を背景として導入された制度です（租税特別措置法 66 条の 5の 2）。過大支払利

子税制のもとでは、法人の関連者純支払利子等の額が調整所得金額の 50％を超える事業

年度において、その超える部分の金額が損金不算入とされます。損金不算入とされた金

額は、超過利子額として翌事業年度以降、7年間繰り越され、関連者純支払利子等の額

が調整所得金額の 50％に満たない事業年度において、その満たない金額を限度として損

金に算入されます（同法 66 条の 5の 3）。国をまたぐ関連会社間における利子の損金算

入の適正化を図るための、わが国の税制としては、負債の総量に着目した過少資本税制

（同法 66 の 5）、支払利子の利率に着目した移転価格税制（同法 66 の 4条）がありまし

たが、今般導入された過大支払利子税制は、利子の総所得金額に占める割合に着目した

規制で、いわゆる諸外国において Earning Stripping ルールといわれているものに相当

します。 

過大支払利子税制は、平成 25 年 4月 1日以後に開始する事業年度から適用が開始され

ています。改正後日米条約によって、支払利子については源泉地国免税となり、プラン

ニングの有効性が増すことになりましたが、実務担当者としては、過少資本税制や移転

価格税制に加えて、過大支払利子税制による制限がなされうることを念頭に置いておく

必要があるといえます。 

なお、本年、7月 19 日に経済協力開発機構（OECD）により公表された、税源浸食と利

益移転に関する行動計画（Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting、いわ

ゆる BEPS）4において、利子等の支払いによる税源浸食を制限することが、15 の行動計

画のうちのひとつに位置づけられていることからも分かるとおり、主要国におけるこの

問題に対する関心は高く、OECD、主要国における今後の議論の動向にも注意が必要です。 

 

以上 

セミナー情報 

 セミナー 『第 11 回大阪ビジネスロー研究会「税務・法務担当者のための最新ポ

イント～新税務調査手続・課税上の重点項目等～」』 

開催日時  2013 年 10 月 4日(金) 15：00～17：00 

講師     酒井 真 

主催     森･濱田松本法律事務所 

※大阪での開催となります。 

※詳細・参加登録は以下の URL へアクセスしてください。 

https://www.mhmjapan.com/event/entries/syousai/337/f9470042edace3215b02eb

348642807f 

                               
4 OECD ホームページ（http://www.oecd.org/tax/beps.htm）等参照。 
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 セミナー 『第 2回名古屋ビジネスロー研究会「税務・法務担当者のための最新ポ

イント～新税務調査手続・課税上の重点項目等～」』 

開催日時  2013 年 10 月 11 日(金) 15：00～17：00 

講師     酒井 真 

主催     森･濱田松本法律事務所 

※名古屋での開催となります。 

※詳細・参加登録は以下の URL へアクセスしてください。 

https://www.mhmjapan.com/event/entries/syousai/339/a31b2cd2fed5a4ee5bdfa6

5c0ac4d2b1 

 

 

文献情報 

 論文  「Q&A 相談室：親会社が子会社の役員・従業員に付与するストック・オプ

ションの法務・税務上の留意点」 

掲載誌 企業会計 Vol.65 / No.10 2013 

著者 栗原 宏幸 

 

 論文  「消費税転嫁阻害行為を予防する実務ポイント」 

掲載誌 Business Law Journal 2013 年 9 月号 

著者 池田 毅 

 

 論文  「実務解説～アップルの事例で考える無形資産をめぐる国際的税務戦略

～」 

掲載誌 旬刊経理情報 No.1356 2013 年 8 月 20 日・9月 1日合併特大号 

著者 大石 篤史(共著)、栗原 宏幸(共著)、中嶋 将良(共著)、山田 彰宏(共著) 

 

 論文  「税務上の留意点を踏まえた株式譲渡契約の実務－連結納税制度も踏まえ

て－」 

掲載誌 旬刊商事法務 2013 年 7 月 15 日号 

著者 大石 篤史(共著)、小山 浩(共著) 
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NEWS 

 バンコクデスク開設のお知らせ 

当事務所は、2013 年 9 月 2日付けで、タイのバンコクに MHM デスクを開設しました。 

近年成長著しいアジア諸国は、多くの日本企業にとって戦略的製造拠点であると共

に重要なマーケットと位置づけられ、日本企業のアジアにおけるビジネス活動はより重

要性を増しています。当事務所は、今般、アジアの最前線での日本企業のビジネスによ

り貢献するために、アジアの新興国の中でも特に成長著しいタイのバンコクにも現地拠

点を設けることにいたしました。 

MHM バンコクデスクは、Chandler & Thong-ek 法律事務所のオフィス内に設置され、

従前より同オフィスに駐在しタイ業務をサポートしてまいりました当事務所の二見英

和弁護士が、Chandler & Thong-ek 法律事務所からのバックアップを受け、より充実し

たタイ案件に関するリーガル・サービスを、日本語で提供いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


